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取調べの開始前にあなたに知らされるべき権利とは? 

 

1. 立会人なしで弁護士と相談（接見）する権
利、および取り調べ中の法的援助に関する

権利 

 

A. 弁護士 

 

— あなたの選んだ弁護士に連絡するよう

求めることができます。 

— 弁護士を選任していない場合、または

選任した弁護士が来られない場合には、

当番弁護士に連絡するよう求めることが

できます。 

— 特定の法的状況に該当する場合は、完

全に無料または一部無料でこの法的援

助を受けることができます。法的援助制

度の利用条件についてまとめた文書を請

求することができます。 

 

B. 事前の相談（接見） 

 

— あなたには、次の取調べの開始前およ

び当番弁護士への連絡から 2 時間以内に、

立会人なしで弁護士と 30 分間相談（接

見）する権利があります。この時間は、
取調べ官の判断で例外的に延長できます。 

— この相談（接見）は、電話または取調

べの場所において行うことができます。 

― 弁護士との予定された相談（接見）が上

記の 2 時間の範囲内に行われなかった場

合でも、立会人なしで当番弁護士と電話

で相談（接見）することができます。そ

の後、取調べが開始されます。 

— 取調べ中に弁護士が到着した場合は、弁

護士は残りの取調べに同席できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. 取調べ中の法的援助 

 

— あなたには、取調べ中に弁護士から援

助を受ける権利があります。 

— 弁護士は次のことを保証します。 

o あなたの黙秘権および、自分の不利

になることを話さない権利が尊重さ

れること 

o 取調べ中にあなたが適切に取り扱わ

れ、不当な圧力を受けないこと 

o あなたの権利があなたに適切に通

知されること、および取調べが法

律に従って行われること 

 

この点について弁護士が何らかのコメ

ントを行った場合、弁護士の求めによ

り、そのコメントは直ちに警察の供述調書

に残されます。 

弁護士は、質問の内容に関する説明を求

めることができます。弁護士があなたに

代わって回答したり、取調べを妨害する

ことはできません。 

 

— あなたまたはあなたの弁護士には、一

度に限り、追加で立会人なしの相談（接

見）を行うために取調べを中断する権

利があります。 

同様に、取調べ中に新しい事実関係また

は違法行為が明らかになった場合、弁

護士と追加で立会人なしの相談(接見)を

行うことができます。この追加の相談

（接見）は最長 15 分です。 
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D. 権利放棄 

 
弁護士と相談すること、および弁護士の援

助を求めることは義務ではありません。 

 
次の条件を満たす場合、慎重に考慮し

た上で自発的にこの権利を放棄するこ

とができます。 

— 成人であること 

— 権利の放棄に関する有効な文書に日付

入りで署名していること 

— 可能な場合には取調べを撮影できます。

これについては弁護士と相談できます

（ポイント 7 参照）。 

 

これらの件については、電話で当番弁護士

に相談することができます。 

 

E. 例外 

 
例外的な状況またはやむを得ない理由のた

め、検察官または裁判官は、あなたが取調べ

前に立会人なしで弁護士と相談（接見）する

こと、または取調べ中に弁護士から援助を

受けることを禁止することができます。この

場合、決定の正当な理由が示されなくては

なりません。 

 

F. 欧州逮捕状発行国の弁護士を指名する権

利 

 

あなたには、欧州逮捕状発行国の弁護士を指

名する権利があります。この弁護士は、ベル

ギーにいるあなたの弁護士に、送還手続きに

関する情報および助言を提供できます。 

 

 

 

 

 

 

 

2. 欧州逮捕状または APB に関する情報 

 

— あなたには、欧州逮捕状または APB の内

容について知らされる権利があります。 

 

— 刑罰の執行が予想される送還が申請され、

あなたがこの有罪判決または係争中の刑

事訴訟を知らなかった場合には、間に合

う場合に限り、あなたの情報のためにこ

の外国の有罪判決のコピーの提供を受け

るよう求めることができます。 

 

3. 黙秘権 

 

— どの時点においても、自分の不利に

なることを話す義務はありません。 

— 氏名などの本人確認情報を述べた

後、供述を行うか、質問に答える

か、または何も話さずに黙秘する

かを選ぶことができます。 

 

4. 逮捕されたことを他人に知らせる

権利 

 

あなたには、逮捕されたことを第三者

に知らせる権利があります。 

 

ただし、検察官または裁判官は、やむ

を得ない理由のため、取調べに必要な

期間、この通知を行う時期を延期する

ことができます。 

 

5. 医療援助 

 

— あなたには、必要に応じて、無料で

医療援助を受ける権利があります。 

— あなたは、あなたが選んだ医師による

診察を求めることができます。この場

合、診察費は自己負担となります。 
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取調べ中のその他の権利 

 

6. 取調べ中のその他の権利 

 

取調べの冒頭では、多数の事項が伝達さ

れます。事実関係についての簡潔な情

報および黙秘権について説明された後、

次のことが伝えられます。 

 

— すべての質問および質問に対するあな

たの回答を、あなたが使ったそのまま

の言葉で記録するよう求めることがで

きます。 

— 特定の調査を行うよう求めることがで

きること、または特定の人物に尋問す

るよう求めることができます。 

— 行った供述は法定での証拠に使用され

ます。 

— 取調べ中は、それによって取調べの延

期が必要とならない限り、あなたの所

有するあらゆる文書を使用することが

できます。取調べ中または取調べ後に、

これらの文書を供述調書に追加するか、

裁判所書記局に提出するよう求めるこ

とができます。 

 

7. 取調べの撮影 

 

— 可能な場合、取調べの手続きを監視す

る目的で、取調べを撮影できます。 

— これは、取調べ官、検察官、または裁

判官によって決定されます。 

 

8. 取調べの終了時 

 

取調べの終了時には供述調書が提示され、

それを読むことができます。また、読み

上げてくれるよう求めることもできます。 

 

供述調書の内容に変更や補足がないかど

うか確認を求められます。 

 

9. 通訳人による支援 

 

— あなたが取調べの言語を理解しないか

話さない場合、聴覚または言語障害が

ある場合、およびあなたの弁護士があ

なたの言語を理解しないか話さない場

合は、立会人なしの相談（接見）中に

宣誓通訳人をつける権利があります。

この支援は無料です。 

— 訴訟手続きとは異なる言語を話したい

場合、宣誓通訳人が呼ばれ、取調べ中

にあなたを支援します。この支援は無

料です。 

— あなた自身があなたの使用言語で供

述を記録するよう求められる場合もあ

ります。 

 

10. 送還への同意 

 

あなたは、あなたの引渡しを要求して

いる国への送還に同意することができ

ます。あなたは、同意の内容を欧州逮

捕状で指定された違法行為に限定でき

ます。また、この限定規則を権利放棄

することもできます。その場合、送還

後、あなたは送還が申請された違法行

為以外の違法行為に対して課された判

決の執行の一環として起訴または収監

されます。 

 

送還に同意したい場合は、裁判官によ

る取調べの後、検察官による審問を受

けます。検察官は、その行為が意味す

ることを説明します。あなたは、弁護

士の支援を受けることができます。あ

なたは、検察官の面前でのみ、送還に

同意できます。 

 

いったん法律に従って送還に同意した

後は、送還を撤回することはできませ

ん。 
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拘留期間はどのくらいですか？ 

 

1. 原則として 48 時間 

 

最長で 48 時間拘留される可能性があります。 

 

2. 裁判官 

 

— あなたは、48 時間以内に釈放または起訴

されます。あなたが欧州逮捕状に従って

拘留されるかどうかは、裁判官が決定し

ます。 

— 裁判官は、最初に、このことについて取

調べを行う義務を負っています。あなた

には弁護士の支援を受ける権利がありま

す。裁判官は、拘留の可能性についてあ

なたまたはあなたの弁護士の意見を聴取

します。 

 

成人の場合、弁護士の支援を受ける権利を

放棄することができます。 

 

—  裁判官が逮捕令状を発行した場合、あ

なたには、次の権利があります。 

 

o あなたは、無制限に弁護士と話

すことができます。 

o 逮捕後 15 日以内に裁判所での非

公開聴取に出席します。そこで、

欧州逮捕状に基づく拘留および

送還に異議を申し立てることが

できます。あなたはこの判決に控

訴できます。裁判所は、15 日以

内に判決を出す必要があります。

控訴は、裁判所の決定から 24 時

間以内に申し立てる必要がありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o 予備審問での公聴の 1 日前に、あ

なたに関するファイルを閲覧する

ことができます。 

o その後の手続きについて、弁護士

から追加情報の提供を受けること

ができます。 

o ベルギーの市民権を持っていない

場合、自国の領事館等に逮捕の事

実を知らせることができます。 

o 欧州逮捕状の言語、またはその翻

訳先言語が理解できない場合は、

あなたが理解できる言語への欧州

逮捕状の書面による翻訳、欧州逮

捕状の口頭での翻訳、または重要

な手続き記録の口頭での翻訳が、

予備審問の前、および少なくとも

執行に関する最終判決が言い渡さ

れる前に提供されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この権利についての説明は、自由に手元に置いてお

くことができます。 


